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発達障害・自閉症の知識

大人の発達障害の理解と支援 渡辺 慶一郎／編著 金子書房 2020.10
369.28/
ﾜﾀ20/

0015613599

これでわかる学習障がい  早期発見・支援でLDは改
善できる!

小池 敏英／監修 成美堂出版 2019.7
378.8/ｺｲ
19/

0014947451

得意なこと苦手なことが極端なきみへ  発達障害・そ
の才能の見つけ方、活かし方

高山 恵子／著 合同出版 2021.12
378.8/ﾀｶ
22/

0015999568

おとなの発達障害  診断・治療・支援の最前線 岩波 明／監修 光文社 2020.8
493.76/
ｲﾜ20/

0015564404

大人の発達障害<ASD・ADHD>
 シーン別解決ブック  最新版

司馬 理英子／著 主婦の友社 2020.12
493.76/
ｼﾊ21/

0015678089

発達障害のある人の「ものの見方・考え方」  「コミュニケー
ション」「感情の理解」「勉強」「仕事」に役立つヒント

高岡 佑壮／著
ミネルヴァ書
房

2021.11
493.76/
ﾀｶ21/

0015963259

発達障害チェックノート  自分が発達障害かもしれな
いと思っている人へ

福西 勇夫／著 法研 2020.9
493.76/
ﾌｸ20/

0015581952

対人関係がうまくいく「大人の自閉スペクトラム症」の
本  正しい理解と生きづらさの克服法

宮尾 益知／監修 大和出版 2020.11
493.76/
ﾐﾔ20/

0015651045

女性のための発達障害の基礎知識  会社や学校に行
けなくなる前に知っておきたい14章

宮尾 益知／著 河出書房新社 2020.8
493.76/
ﾐﾔ20/

0015564313

心配・困ったときの対応策

発達障害チェックノート  自分が発達障害かもしれな
いと思っている人へ

福西 勇夫／著 法研 2020.9
493.76/
ﾌｸ20/

0015581952

発達障害のあなたが職場で長く働く方法
 転職・就職・職場定着がうまくいく!

木津谷 岳／著 秀和システム 2020.2
366.28/
ｷｽ20/

0015196868

発達障害に関わる人が知っておきたいサービスの基
本と利用のしかた

浜内 彩乃／著 ソシム 2021.9
369.28/
ﾊﾏ21/

0015910771

無理しない働き方  頑張ってもうまくいかない
 ひょっとして発達障害?と思ったら読む

陶 貴行／著
日本能率協会マネジ
メントセンター 2020.12

366.28/
ｽｴ21/

0015698699

大人の発達障害  仕事・生活の困ったによりそう本 太田 晴久／監修 西東社 2021.3
493.76/
ｵｵ21/

0015433253

医者も親も気づかない女子の発達障害  家庭・職場で
どう対応すればいいか

岩波 明／著 青春出版社 2020.6
493.76/
ｲﾜ20/

0015312556

発達障害サバイバルガイド　「あたりまえ」がやれない
僕らがどうにか生きていくコツ47

借金玉／著 ダイヤモンド社 2020.7
493.76/
ｼﾔ20/

0015537657

「発達障害かも?」という人のための「生きづらさ」
 解消ライフハック

姫野 桂／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2020.4
493.76/
ﾋﾒ20/

0015357221

発達障害の悩みに答える一問一答   生き難い私はも
しかしてASD?それともADHD?

宮尾 益知／著 河出書房新社 2020.12
493.937
/ﾐﾔ21/

0015704034

共に働く

発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 石井 京子／著 弘文堂 2020.5
366.28/
ｲｼ20/

0015313620

精神障害・発達障害のある方とともに働くための
Q&A50 採用から定着まで

眞保 智子／編著 日本加除出版 2020.8
366.28/
ｼﾝ20/

0015583065

9つの事例でわかる精神障害・発達障害のある人が活
躍する職場のつくりかた

ボーン・クロイド／
著

中央法規出版 2021.7
366.28/
ﾎﾝ21/

0015709686

職場の発達障害 ADHD編 太田 晴久／監修 講談社 2019.11
498.8/ｵｵ
19/

0015105190

“発達障害かもしれない人”とともに働くこと 野坂 きみ子／著
幻冬舎メディア
コンサルティング 2020.9

498.8/ﾉｻ
21/

0015395551
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発達障害の世界

発達障害の内側から見た世界
 名指すことと分かること

兼本 浩祐／著 講談社 2020.1
493.76/
ｶﾈ20/

0015120942

ADHDと自閉症スペクトラムの自分がみつけた未来
親子でふり返った誕生から就職まで

堀内 拓人／著 ぶどう社 2019.3
378.8/ﾎﾘ
19/

0014895049

こちら、発達障害の世界より
 生きやすく生きることを求めて

難波 寿和／著 本の種出版 2019.12
493.76/
ﾅﾝ20/

0015183007

うちの子、個性の塊です  自閉症9歳女児を育てる母
の、育児の悩み解決のヒント

SAKURA／著 すばる舎 2020.7
378/ｻｸ
20/

0015538903

発達障害の私の頭の中は忙しいけどなんだか楽しい
 自分と向かい合うことで探した(私の場合の)対処法

なずな／著 ぶどう社
2020印
刷

493.937
/ﾅｽ20/

0015665664

子どもの発達障害を家庭で改善した12家族の感動物
語  子どもがびっくりするほど成長!

鈴木 昭平／著 コスモ21 2021.10
378.8/ｽｽ
21/

0015847858

子どもの発達障害

発達障害の子の療育が全部わかる本 原 哲也／著 講談社 2021.1
378.8/ﾊﾗ
21/

0015736366

ママ&パパと医療者のための
月齢別発達が気になる子どもの
早期療育・育児支援ガイドブック

岩井 正憲／編集 メディカ出版 2019.5
378.8/ｲﾜ
19/

0014840763

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい
 ASD自閉スペクトラム症

内山 登紀夫／監修
ミネルヴァ書
房

2020.8
378.8/ｳﾁ
20/

0015538929

ASD<自閉症スペクトラム障害>、ADHD、LD発達
障害の子どもが持っている長所に気づいて、伸ばす
本  隠れている“得意”をつぶさない対応とサポート

宮尾 益知／監修 河出書房新社 2020.2
378/ﾐﾔ
20/

0015196348

子どもの心の受け止め方
 発達につまずきのある子を伸ばすヒント

川上 康則／著 光村図書出版 2020.3
378.8/ｶﾜ
20/

0015203326

特別支援が必要な子どもの進路の話  特別支援教育
が専門の学校心理士だから知っている

山内 康彦／著 WAVE出版 2021.10
378.8/ﾔﾏ
21/

0015934383

LD<学習障害>の子どもが困っていること
 親子で理解するLDの本

宮尾 益知／監修 河出書房新社 2019.9
378/ﾐﾔ
19/

0015049117

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたい
 吃音・チック・トゥレット症候群

藤野 博／監修
ミネルヴァ書
房

2020.9
378.5/ﾌｼ
20/

0015579451

“うつ”“ひきこもり”の遠因になる発達障害の“二次障害”を
理解する本   発達障害が暮らしに影響を与えることがある

宮尾 益知／監修 河出書房新社 2020.10
378/ﾐﾔ
20/

0015631708

発達障害のある子のためのアンガーマネジメント 本田 恵子／編著 明治図書出版 2021.10
378.8/ﾎﾝ
22/

0015890783

子育てのヒント

子育ての「呪い」が解ける魔法の言葉  発達障害の子
どもを育てる親が楽になる

浅野 みや／著 自由国民社 2021.8
378.8/ｱｻ
21/

0015884729

発達が気になる子の心がわかる幸せ子育ての手引き 田中 康雄／監修 扶桑社 2020.4
378.8/ﾀﾅ
20/

0015274897

そのママでいい
 発達障害の子を育てるあなたに贈る43のエール

橋口 亜希子／著 中央法規出版 2020.2
378.8/ﾊｼ
20/

0015167836

発達障がい見方を変えればみんなハッピー
 親子のやる気がぐんぐん伸びる!36の視点

南川 悠／著 梓書院 2020.9
378/ﾐﾅ
20/

0015383607

うちの子、へん?
 発達障害・知的障害の子と生きる

吉田 可奈／著 扶桑社 2020.3
378.8/ﾖｼ
20/

0015204142

親子で力を合わせ思春期の発達障害を乗り越える  多感で
人間関係が複雑になる時期に知っておきたいこと

宮尾 益知／監修 河出書房新社 2021.12
378.8/ﾐﾔ
22/

0015999667

発達が気になる子の心がわかる幸せ子育ての手引き 田中 康雄／監修 扶桑社 2020.4
378.8/ﾀﾅ
20/

0015274897

発達障害の子どもの自己肯定感をはぐくむ本  ="親
だからできる“二次障害を防ぐ”8つのサポート"

宮尾 益知／監修 大和出版 2021.8
493.937
/ﾐﾔ21/

0015882491

発達障害を家族で乗り越える本  親と子どもの関係を
良好にする“家族療法”のすすめ

宮尾 益知／監修 河出書房新社 2021.5
493.76/
ﾐﾔ21/

0015819972
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